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Ⅰ はじめに 
 

障害者基本法の一部を改正する法律（法律第９０号）が平成２３年８月

５日に公布，施行され，「すべての国民が個人として尊重されるという理念

から，障害の有無によって分け隔てられることなく，尊重し合いながら共

生する社会を実現するため，国及び地方公共団体が障害者の自立及び社会

参加の支援等のための施策を推進する責務があること」が目的として明示

された。併せて，障害者の定義に，身体障害，知的障害，精神障害に「そ

の他の心身の機能に障害がある者」が加えられた。また，平成２４年１０

月１日｢障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律｣

が施行されるなど，障害者施策は大きな転換期を迎えている。 

更に，地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を

講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成２４年法律第５１号）に

より，障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）が平成２５年４月

１日から，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下「障害者総合支援法」という。）に改められた。その中では，原因が

不明で治療方針が未確立な疾病で政令で定めるものの障害の程度が一定の

者が障害者の範囲に加えられることとなった。これにより，特殊疾病患者

についても，市としてその自立及び社会参加の支援等のための施策を総合

的かつ計画的に実施する責務を有することとなる。 

また，我が国の難病対策としては，昭和４７年に「難病対策要綱」が策

定されて４０年が経過しており，医療の進歩や患者及びその家族のニーズ

の多様化，社会経済状況の変化に伴い，様々な課題が指摘され，難病対策

全般にわたる改革が求められていることから，厚生科学審議会疾病対策部

会難病対策委員会による「難病対策の改革について(提言)」が平成２５年

１月２５日付けでまとめられた。 

調布市では，独自の難病患者への支援として８４疾病の患者に対して「特

殊疾病患者福祉手当」を支給しているが，制度設置以来，抜本的な見直し

は行っていない。また，障害者総合支援法の施行により，一定の難病患者
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が障害福祉サービスの対象となることに伴い，難病患者に対する適切な支

援の在り方を総合的な視点から検討していく必要がある。 

以上のことから，調布市における難病患者への既存の手当の在り方を含

めた支援全般について意見を聴取するため，市民や医師，保健関係者をメ

ンバーとした調布市特殊疾病患者福祉手当等検討委員会を設置し，検討を

行った。 

 

 

 

 

※難病：難病とは，一般的に「治りにくい病気」や「不治の病」を指す言葉であり，

医学用語として具体的かつ明確に定義されているものではない。施策上の難病の

定義は，1972 年の難病対策要綱によると， 

① 原因不明，治療方法未確立であり，かつ，後遺症を残すおそれが少なくない疾

病 

② 経過が慢性にわたり，単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要す

るために家庭の負担が重く，また精神的にも負担の大きい疾病とされている。 

なお，特定疾患の項でも触れているが，特定疾患（特殊疾病）の俗称である。 

本検討委員会においては，難病患者に特殊医療を加えたものとして特殊疾病患者

と同義語として議論する。 
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Ⅱ 難病対策の現状 
 

１ 国及び都による難病対策 

 

(1)  国及び都による難病対策  

国による難病対策は，昭和３０年代のスモン集団発生を契機に，

昭和４４年に厚生省で原因解明及び研究が開始されたことに始まる。

その後，スモン病以外の難病に対しても新たな対応が要望され，昭

和４７年「難病対策要綱」がまとめられた。この要綱では，「調査研

究の推進」「医療施設等の整備」「医療費等の自己負担の軽減」が３

つの柱とされ，同年「難治性疾患克服研究事業」と｢特定疾患治療研

究事業｣の２事業が開始された。その後，｢地域における保健医療福

祉の充実・連携（平成元年から追加）」と「ＱＯＬの向上を目指した

福祉施策の推進（平成９年から）」が加えられ，５本の柱に基づき，

各種の事業が推進されている。 

「難治性疾患克服研究事業」は，原因の究明や治療方法の確立の

ための研究が推進されているが，現在の対象疾患である１３０疾患

は，障害者総合支援法における対象疾患として示されている。 

｢特定疾患治療研究事業｣は，現在５６疾患を対象とし，難病医療

費助成制度を設け，かつ病気の原因の究明や治療法の確立のために

調査研究を行っている。当初，対象疾患は４疾患，医療費は全額公

費負担であったが，その後，対象疾患は拡大され，平成１０年から

一部自己負担が導入されている。本事業は，都道府県に対し厚生労

働省から補助金が交付される形で，公費負担が行われている。 

一方，東京都においては，国の医療費助成制度に都単独で２３疾

病と特殊医療２疾病を追加し，難病医療費助成事業(以下「マル都医

療助成」)を行っている他，在宅難病患者訪問事業，難病居宅生活支

援事業，及び在宅難病患者医療機器貸与事業等様々な支援が行われ

ている。 
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 (2)  難病対策の改革について(提言)―厚生科学審議会疾病対

策部会難病対策委員会平成２５年１月２５日― 

    平成２４年９月から計１７回にわたる審議の結果としてとりまと

められた。「難病対策要綱」が策定されて４０年が経過し，難病の実態

把握や，難病医療の水準の向上など一定の成果があがってきたが，医

療の進歩や患者及び家族のニーズの多様化，社会・経済状況の変化に

伴い，難病患者の長期にわたる療養と社会生活を支える総合的な対策

が不十分であることなどが指摘され，難病対策全般にわたる改革が求

められたことから，検討が行われた。 

改革の柱として，①効果的な治療方法の開発と医療の質の向上②公

平・安定的な医療費助成の仕組みの構築③国民の理解の促進と社会参

加のための施策の充実の３点について議論された。この中で，医療費

助成の対象疾患を患者数が人口の０．１％程度以下で客観的な診断の

指標がある等の基準が新たに示された。具体的な対象疾患名は未だ示

されていないが，助成対象は現在の５６疾病から３００以上に拡大さ

れることが見込まれている。 
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２ 難病患者・特殊疾病患者の定義 

 

原因不明の難治性疾患を総称して難病と定義し，国が昭和 47 年に策

定した「難病対策要綱」においては，難病対策として取り上げるべき

疾病の範囲について次のように整理されている。 

①  原因不明，治療方法が未確立であり，かつ後遺症を残すおそれの

少なくない疾患。 

②  経過が慢性にわたり，単に経済的な問題のみならず介護等に著し

く人手を要するため，家庭の負担が重く，また精神的にも負担の大

きい疾患。という，⑴医学的立場と⑵社会的立場の両面から難病を

定義してる。 

  さらに，国は平成７年特定疾患として取り上げるべき疾患の範囲につ

いて，次の４要素（①稀少性 ②原因不明 ③効果的な治療法未確立 

④生活面への長期にわたる支障）に基づき，国の難治性疾患克服研究事

業の対象として原因究明や治療法の研究が進められている。（現在１３

０疾病）   

この，難治性疾患克服研究事業の対象疾病のうち，診断基準が一応確

立し，かつ，難治度・重症度が高く患者数が比較的少ないため，公費負

担の方法をとらないと原因の究明，治療方法の開発等に困難をきたすお

それのある疾患を医療費公費負担の対象として，国は特定疾患治療研究

事業を実施し，現在５６疾病（実質は５７疾病）が指定されている。 

東京都は，これに加えて，２３疾病と特殊医療として①先天性血液凝

固因子欠乏症等（国） ②人工透析を必要とする腎不全（都）の８１疾

病（実質は８２疾病）を医療費公費負担対象としている。 
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３ 調布市における特殊疾病患者福祉手当について 

 

特殊疾病患者福祉手当は，昭和５０年４月１日に施行された調布市

特殊疾病患者見舞金支給要綱の中で規定されたのが始まりで，当初は

市独自の見舞金制度として，年額１万円の支給がなされていた。 

その後も，患者及び家族の負担軽減を図るため，対象疾病の拡大と

見舞金の増額を行うため，要綱改正がなされてきたが，平成元年「地

域における保健医療福祉の充実・連携」が唱えられ，調布市では，条

例等を制定することで一層の充実を図るため，要綱による見舞金制度

を廃止するとともに調布市特殊疾病患者福祉手当条例（平成２年調布

市条例第５号）及び調布市特殊疾病患者福祉手当条例施行規則（平成

２年調布市規則第７号）を制定し，現在８４の特殊疾病のため治療を

受けている者に対し，月額５，０００円の手当を支給し，現在に至っ

ている。 

手当の支給に当たり，調布市では，所得制限や年齢制限，他手当と

の併給制限などの規定を設けておらず，幅広く対象者を設定している

（条例・規則）が，近隣他市においては，国や東京都が重症患者等以
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外の患者に一部自己負担を導入するに伴い，手当の給付について見直

しを行い，年令制限，他手当との併給制限，受給資格の制限などの規

定を設けている。 

調布市では，これまで，特殊疾病の追加はなされても，支給要件及

び手当の額などは条例及び規則制定時のままで給付が継続されており，

国の唱える重症患者に重点を置いた難病対策の充実という観点からも，

見直しを図る必要性が見込まれている。 
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Ⅲ 調布市における難病患者支援についての検討 
 

１ 背景と論点 

 

○障害者総合支援法では，障害者の定義に新たに難病等（※治療方法が

確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者）を追加し，障害福

祉サービスの対象とすることとなる。 

 

○これにより，難病患者等，症状の変動などにより，身体障害者手帳が

取得できないが一定の障害がある方々に対して，障害福祉サービスが提

供されるようになる。 

○これまで補助金事業として一部の市町村で実施されてきた難病患者等

居宅生活支援事業におけるホームヘルプサービス，短期入所，日常生活

用具給付等の提供が全市町村で可能になる。 

○障害福祉サービスの提供の対象が拡がることになり，サービス提供に

係る費用も拡大する。 

 

○「難病対策の改革について(提言)」を受け，国による医療費助成の対

象疾患が現在の５６から３００程度に拡大されることが見込まれている

ことから，今後，対象者は更に増大すると考えられる。 

 

 

※治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの

による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者；障害者総合支援法施行

令別表の130の特殊疾病に罹患している者のうち，その障害の程度が，継続的に日

常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度のもの  
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○障害福祉サービスの提供には，１人ひとりのニーズに応じた適切な支

援を行う必要があり，相談支援・ケアマネジメントが重要であり，難病

患者の困難に寄り添った支援体制の構築が必要である。 

 

○現下の厳しい経済状況を背景に厳しい財政状況が続いているが，生活

保護費や児童福祉費などの民生費は，増加の一途である。とりわけ障害

福祉費は，障害者自立支援法施行以来，様々な事業が展開され障害福祉

サービスの利用が行渡るとともに年々右肩上がりとなっている。このよ

うな状況の中，限りある財源が効果的に使われ，より必要な人に必要な

支援が行き届く制度であることが望まれる。 

 

上記のとおり，難病支援の仕組みが大きく変わる中，有効で継続的な

支援体制を構築するため，以下の２点を検討の視点として，議論を行っ

た。 

 

①   調布市特殊疾病患者福祉手当の在り方について 

②   難病患者へのサービス・支援の在り方について 
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２ 調布市特殊疾病患者福祉手当の在り方について 

 

(1)  調布市特殊疾病患者福祉手当の現状と課題 

 

○医療費公費対象疾病（８２疾病）に加え調布市独自の対象疾病と

して，点頭てんかんと橋本病の２疾病を加えて，現在８４疾病を対

象としている。 

○平成２４年３月末現在の受給者は ２，５２１人 

 

○多摩地区２６市では，町田市を除く２５市が同様の手当を支給し

ており，その額は様々だが，単純に額だけを比較すると，調布市の

手当は多摩地区の平均額（６，３００円）よりやや低い。 

 

○約６割の市では，所得，年齢，他の手当との併給制限など，何ら

かの制限を設けているが，調布市では制限規定を設けず幅広く対象

者を設定しており，支給対象者数は２５市中１位，決算額は３位で

ある。 

 

○助成対象疾病の追加とあわせて，既存の人工透析，潰瘍性大腸炎

及びパーキンソン病関連疾患を中心として，毎年，対象者は対前年

度比で １００人以上の受給者の純増をみている状況である。また，

国による難病対策の見直しにより，対象疾患が現在の５６から 

３００程度に拡大されることが見込まれていることから，対象者は

更に増大するものと考えられる。 

 

○現行の手当について様々な側面から検証するため，支給対象の範

囲（「対象疾病の範囲」「所得制限及び他手当との併給制限」「年齢制

限」）について，現況を調査し，意見聴取を行った。 



 

11 

 

(2) 対象疾病の範囲と現況届について 

 

＜経過及び現状＞ 

 ・国及び都の医療費公費負担対象疾患に加え，調布市独自で橋本病及び

点頭てんかんの２疾病を加え，８４疾病を対象としている。 

・対象疾患ではあるが，症状等から公費助成（マル都医療券交付対象）

とならない患者及び軽快者についても手当の対象となっている。 

・マル都医療券不交付者で手当受給対象者について，調布市では現況届

の提出等による現況確認を実施していない。 

・保険適用外で医療費助成の対象とならない生活保護受給者及び原子爆

弾被爆者医療費助成受給者についても，対象としている。 

・橋本病について→昭和５８年調布市要綱第４号から手当に入る。 

・点頭てんかんについて→昭和４９年から平成元年までは，東京都独自

の難病医療費等助成対象疾病であったが，平成２年から国の小児慢性疾

患での神経系疾患の拡大により，都単独疾病を廃止し，現在に至ってい

る。 

 

＜意見＞ 

対象疾病について  

○今まで難病の医療費助成の制度の勧めとか手当のこと等を保健所で相

談していたときには，かなり厳しく，この助成制度に該当するものだけ

であった。日常生活の支援などについても，ここに示されている疾患，

本当に微妙にちょっと名前が違えば対象になるのに，この人にサービス

が欲しいというときも悩ましいこともあった。 

しかし，やはりどこかに一線を引くということは必要なことと思う。

また，今後，対象の幅がすごく広がる。広がるということは，希少な人

がもっとたくさんいらっしゃるということで，症状にすごく悩んでいら

っしゃる方は一杯いると思うので，むしろその輪が広がったときに，そ

の人たちにきちんとサービスが届くようなことをこの場でも検討してい

ただきたい。 
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○受給者数では調布市が２，５２１人と人口比から考えても，飛びぬけ

て多いことを考えると，対象を明確にしておくことが必要である。 

 

○対象疾病については，今後，現在の５６疾病(国疾病)が３００疾病以

上に拡大する状況にあることから，必要な対象者の絞り込みは必要であ

る。 

 

○基本的にはマル都を軸にした対象者という仕切りが市民的な理解や現

在の医学的な知見に基づいた客観的な指標になるとは考えられる。 

 

○橋本病は，甲状腺の血液でみる自己抗体が陽性で，甲状腺の腫大があ

り，少し大きくなっているような状態があれば橋本病と診断される。も

し甲状腺機能が低下していても甲状腺ホルモンを補充すれば甲状腺機能

は正常になって普通に生活できる。自己免疫疾患としてほかの病気を合

併していれば，その病気の治療も必要になるが，橋本病単独で難病とい

うような，治療が難しい病気ではない。 

 

○点頭てんかんについて専門医の見解を聞き取り調査したところ，当該

疾病は，重度の方は手帳所持となり，逆に手帳まで至らない方は障害が

治癒したり軽度の方であるということであるので，併給制限の観点から

も，特殊疾病手当の枠から外して，東京都の医療券の範囲を対象疾病と

していくということでよいのではないか。 

 

現況確認について  

○本当に難病に苦しんでいる方に今後も手当を支給するためには，年１

回の現況届は必要である。 

 

○マル都の医療券は，東京都においてかなり厳密に審査会で審査されて

いるので，同じ様なことを調布市でやるのは困難であり，この医療券を

利用して現況届としてやっていくのが一番妥当と考えられる。 
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○手当受給者の現況を確認するために，現況届の提出について規定し，

添付書類としてはマル都医療券(写)又は，日常生活の障害の程度及び定

期通院の有無を確認できる診断書(保険証未保持者)の提出を求めること

が妥当である。 

 

生保受給者及び被爆者について 

○生保受給者及び被爆者について，他市で支給している実態がかなり多

いということであれば，調布だけ支給しないということには，なりにく

い。 

 

○生保受給者及び被爆者については，手当の対象者とし，現況確認のた

めの診断書の形式を定め，定期的に現況確認書類とし提出してもらうこ

とが望ましい。 
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(3) 所得・併給制限について 

 

＜現状＞ 

・他市で併給制限をしている対象手当の大半が心身障害者福祉手当であ

る。 

・調布市では，５３２名(約20.5％)の方が心身障害者福祉手当と併給を

受けているという状況。 

・多摩地域で本手当制度を持っている２５市中，１２市が所得制限実施，

１５市が併給制限実施。 

・心身障害者福祉手当における所得は，本人所得が対象である。 

 

＜意見＞ 

○難病の治療費は意外と高い部分がある。次々と新しいものが出てくる

ので，新しい薬品は高い，また仕事が出来ないということなどからも，

必要な人に少しでも援助してあげたいという思いがある。手当の金額と

合わせての検討になるが，やはり所得制限も含めてきちっと検討してい

ただきたい。同時に，金額も経済的な支援的な目的をもったものにして

いただきたい。 

 

○３箇月に１回とか半年に１回とか様々な検査が入ってくる。その際に

負担有りでも５千円～６千円かかったりするので，手当はあってありが

たいと思うが，必要な方，必要でない方をしっかりと検討するべきであ

る。 

 

○所得制限をみると，生まれたときから色々な障害をもっていらっしゃ

るお子さんとか，そういう方たちを育てながらお仕事をされている人た

ちに対してでも，色々な手当は所得の範囲内で制限をかけて支給されて

いる。難病についても障害者の枠としても，障害者がバラバラになって

いるのが元々おかしかったと思うが，いろいろな障害をもっていらっし

ゃる方を一括りにしたときには，所得制限４人家族で年収７００万円以
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上の収入のある方に所得制限がかかる程度であれば妥当と考えられる。 

 

○本当に難病に苦しんでいる方に今後も手当を支給するためには，やは

り現況届は必要なことであるし，所得・併給制限もやむを得なく考えて

いかなければならない。  

 

○心身障害者福祉手当とのダブリは消したほうが公平性に近くなるので

はないか。 

 

○他のサービスとの一体化を考慮し，所得制限を他のサービスと同様の

基準で設けることが妥当。所得制限や併給制限等については，原則とし

て必要でやむを得ない，若しくは必要ではないか。 

 所得制限の場合も，世帯ではなくて御本人なので，御本人が一定の就

労をしながら収入を得ている，そういう状況の方については所得制限に

かかる可能性が高いが，逆にいえば，そうでない方については所得制限

にかからないということになるので，制限を設けることは妥当であろう。 

 

○所得制限については，他の色々な制度の所得制限を参考に，事務局の

方で最終的な案をまとめる段階で，どこが一番適当なのか。あるいは，

逆にいうと，例えば一定の所得制限と今後の手当金額の問題。それを少

しでも困っている方に手厚くということでいうと，同じお財布の中でど

ういうやりくりをするのか，若しくはどこまで支給でき得るのかを検討

していく必要がある。 

 

○重篤な方や東京都の医療の対象になっていて，なおかつ生活上の困難

のある人，あるいは一定所得のある人はいいけれども，所得のなかなか

厳しい人に焦点化した支援をしていくべきである。今後広がるであろう

難病患者に対しても同じような視点でケアをしていかなければいけない

のではないか。 
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(4) 年齢制限について 

＜経過及び現状＞ 

・８市が年齢制限(６５歳以上対象外)を実施 

・調布市では，６５歳以上の手当受給者数が １，１６８名，約４５％。

パーキンソン関連疾患とか人工透析患者が多い。 

・他市で年齢制限が設けられた経緯：平成１２年，国が社会福祉基礎

構造改革に伴って介護保険制度を入れた際，介護保険で国の高齢者全

体を支えるという発想のもと，保険料４分の１，公費４分の３という

枠組みでサービスが飛躍的に伸びるということが前提になった。その

際，東京都では，障害者の医療費助成や心身障害者福祉手当等につい

て，６５歳以上は介護保険の恩恵を受けることから，その他の障害者

施策については６５歳以下といった理由ですべて対象外と位置付けた。

その流れで，難病手当についても様々な市で６５歳というのを１つの

区切りとして対象外とした経緯がある。 

 

＜意見＞ 

○東京都のさまざまな福祉サービスについては，平成１２年の段階で，

６４歳というところが１つのメルクマール（※）になって切り分けら

れたところだが，そういう方針に従っていくのか，新しい制度が構築

されようとする中で，一人一人の難病患者さんの状態に寄り添ってい

くのか，どちらの方針を選ぶのかによると考える。 

 

○いくら年金が全額支給されるとはいえ，その額には非常に個人差が

あるし６５歳以上は手当の対象外というのは，逆ではないか。年齢制

限をみるのであれば，６５歳という枠は余り納得がいかない。 

 

○現況届をしっかり出していただくのであれば，本当に軽快した方は

外れるわけなので，軽快者でない方に関しては年齢制限をつけないで

支給してあげたほうがいい。 

 

※メルクマール；目印。目標。記号。標識  
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○自己免疫疾患みたいなものは，ある程度年をとると体の中の反応も

変わってくるので，普通より症状が出なくなるのかもしれないが，や

はり年をとっても同じような状況で落ちつかない方もいらっしゃると

思う。そういう方に関してはちゃんと補助をしてあげるのが筋ではな

いか。 

 

○年齢で難病が治るわけでもなく，ずっと寛解（※）の状態から一生

お付き合いをいただくというところでは，難病の根源的なところは，

年齢は関係ない。 

 

○委員会の方針としては，年齢制限を設けないことが望ましい。 

 

(5) 手当の額について 

 

＜経過及び現状＞ 

・多摩地区２６市では，町田市を除く２５市が同様の手当を支給して

いるが，その額はさまざまである。単純に額の比較だけをすると，調

布市の手当は多摩地区の平均額よりやや低いという額になっている。 

 

＜意見＞ 

○具体的な額までこの委員会で色々いうのはなかなか難しいので，市

の予算とかで色々考えて決めていただければいい。ただ，調布市の支

給手当の額は多摩地区の平均よりも低いので，厳しい財政状況だとは

思うが，手当の額については，少しでも上げられるように検討してい

ただきたい。 

 

 

 

※寛解（かんかい）； 病気の症状が，一時的あるいは継続的に軽減した状態。ま

たは見かけ上消滅した状態を言う。 
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３ サービス・支援全体の在り方について 

 

＜現状＞ 

・障害者総合支援法における難病等の範囲は，当面の措置として，「難

病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病（１３０疾病）と同じ範囲とし

て平成２５年４月から制度を施行した上で，新たな難病対策における医

療費助成の対象疾病の範囲等に係る検討を踏まえ，見直しを行うとされ

ている。 

・現在，難病患者の居宅生活支援事業という形でホームヘルプサービス

や日常生活用具給付事業がおこなわれており，障害者総合支援法の中で

障害者の範囲に難病の方が含まれて，障害福祉サービスのホームヘルプ

サービスや日常生活用具の範疇に入ってくる。 

 

＜意見＞ 

○難病というレッテルを張られる半分，治りたい，完治したい，絶対完

治してやるという自分の決意がすごくあった。先生に聞くと，この病気

は寛解という言葉はあるが，完治はない，５年，１０年をめどに考えて

いきなさいと言われた。そこですごく気が楽になり，５年，１０年で寛

解の方向に自分は向かっていけばいいのだと考えることができた。そし

て，ある程度寛解に向かっていった時に人のことが考えられるようにな

った。しかし，自分が前の体ではないので，自分が仕事に出る元気がな

いし，続けられない。そして，やはり薬を一生飲み続けなければいけな

い。全国膠原病友の会の会長さんとの出会いが大変大きかった。自分の

ことだけで考えてはいけないのだということも強く感じた。 

 

○手続きの最初の段階の時に，やはりどうしていいのかわからない。診

断書を先生からいただいて，どこに行ったらいいのだろうと不安だった。

最初，保健所で申請したが，その後，市役所での申請に移り，割とクリ

アに明確にわかるので，市役所でやっていただくほうが何かすごくすっ

きり感じた。何か重々しいところに行くのが辛く，さっとやっていただ

くほうがいいと感じた。入り込まれることも辛く感じた。 
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でも，反対に，申請以外で何か相談したいときに，相談する所を口頭

なりチラシ，パンフみたいなものがあれば，示していただけるようにな

れば，良いのではないか。 

 

○いろいろな病気があるので，もっと本当に何か困っていらっしゃる方，

家の中で動くのも困っているとか，外に出るのも困るというような方た

ちに対応できるようなものが何かできてくるといいと思う。 

 

○保健所で難病相談をしていたとき，すごく大事だと思ったのは，患者

さんや家族から「いろいろな症状が出てなかなか診断がつかず，いくつ

かの医療機関をまわってようやく診断がついたと思ったら，難病だから

申請しましょうといわれショックだった」とか「しばらくは申請したく

なかった」とか「保健所に来るのがつらかった」というお話を聞いた時

でした。帰られるときに，「ずっと躊躇していたけど，他ではいろいろ

話しても分かってもらえないことが，ここで聞いてもらえてよかった」

といわれ，少しはご自分の病気を受け止めてもらえたかなと思い，診断

の早期に申請に来られた方のお話をきちんと伺い，受け止めることが大

事だと思いました。さらに，今後どうしたらよいか一緒に考え，ほかの

患者さんとの出会いやピアカウンセリングが受けられるような場をつ

くっていったりして，実際の手当以外に，その人が病気をもちながら生

活していけるようなサポート体制を市の中にぜひ準備していただける

といいなと思います。 

 市に申請窓口が移行してから，その辺のサービスがぽんと落ちてしま

っていることがとても多い。つい最近の経験ですが，これは区の話です

が，患者さんが窓口に申請に行き，この病気はどういう病気なんでしょ

うと相談しようとしたけど，いついつ患者交流会があるからここへ行き

なさいというだけで何のサポートもなかった。仕方がないのでここへ来

ましたという方と患者会で出会いました。経済面の大変さもありますが，

病気とともに長く付き合っていかなければいけない方々へのサポート

体制もぜひご検討いただきたい。 
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○これまでは保健所が全部難病を一手に引き受けていた時代がこの多

摩地区でもあり，医療費助成などは保健所が窓口なので，保健所の難病

担当の保健師さんがそこをケアできるという一体性がかなりあった。そ

れが地域保健法の改正に伴って狛江調布保健所が府中に統合されて，な

おかつ同時期に医療費の受付窓口が市町村に移ってから，医療費の受け

付けは市役所，保健師の相談は保健所，府中までというような二重体制

になってしまっている。その中で，この４月から障害者総合支援法が新

たにできて，難病患者も障害者の範疇に含めながら，さまざまなサービ

スの提供を行うという方向づけがされているということは，大事なポイ

ントである。そこにはもちろんサービスを使いたいとか，何々が欲しい

という相談が生じるので，市のケースワーカーが総合支援法の対象者と

してマネジメントをしながら，あるいはサービスを使うような場合はサ

ービス利用計画をつくっていくということになると思う。そういう意味

では，今後は広がりができてくるのだが，費用が増大する要因になるの

で，調布市として，サービスをきちっと整備していくからには，手当も

含めてトータルでどのような支援をしていくのかが重要なのだと思う。 

 

○これからは保健と福祉の連携をかなりよくしていただかないといけ

ないと思う。 

厚生労働省の質疑応答集の中に，難病の日常生活用具は，保健所の保

健師さんと一緒に訪問して様子をみてもらいながら支給するとか，そう

いう文言が回答の中にいっぱい出てくる。 

 今まで経験を蓄積している保健所との連携をかなり良くしないと，サ

ービスの在り方はみえてこないし，逆に今まで受けていたサービスが切

られたり，解釈を曲げられたりしても困るので，サービスが適切に受け

られるように，庁内の保健担当部門と福祉部門とが連携するという形で

行うことが望ましい。 

 

○サービスに関しては，患者さん本人のカウンセリングとかご家族の方

のサポート体制を一層充実して，市のほうでつくっていただきたい。 
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○障害者総合支援法でホームヘルプサービスが難病患者に広がるとい

う指摘と，日常生活用具の件が出ていたが，日常生活用具は市の地域生

活支援事業の取り扱いになると思う。市が単独で独自の枠組みで決めら

れる地域生活支援事業のところにも何らかの形で，例えば日常生活用具

等，難病を具体的に盛り込んでいただくような配慮も含めて，今のご相

談や地域生活支援事業での対象化といったことも総合的に取り組んで

いただければと思う。 

 

○神経難病などは急激に体が動かなくなり，日常生活動作が低下するた

め，非常に不安な状態におちいる。どこでどんな相談をしてもらえるの

かという時に，敷居が高くなく一番身近な市役所で行うことが望ましい。

同時に市は，相談を受けることにより，様々な連携や情報交換を行い，

一番適切な支援をどのような形でできるかといった体制づくりを行う

必要がある。 

 

○単に難病者が総合支援法のサービス対象になるというだけではなか

なか厳しいことだと思う。 

受けとめるという精神的な支援でのところの問題，公衆衛生とか保健

との連携の問題，医療機関との連携の問題というのは必ず問われるでし

ょうし，保健所との関係をどのようにつくっていくのかとか，その方を

中心にした色々な資源のマネジメントシステム，サービス利用計画など

を，難病に特化して行うことは制度的に難しいが，難病患者に視点を置

いたケアマネジメントの仕組みなり物の視点みたいなものをどのよう

にきちっと打ち出していくのかということが大切になるのだろうと思

う。 
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Ⅳ 難病患者支援の今後の在り方について 

 

はじめに述べたとおり，我が国の難病対策としては，昭和４７年に「難

病対策要綱」が策定されてから４０年が経過しており，家族のニーズの

多様化や，難病間でも医療費助成の対象に選定されていないために生じ

る不公平感があること，医療費助成における自治体の超過負担，普及啓

発が不十分なため国民の理解が得られていないことや，難病患者の長期

にわたる療養と社会生活を支える総合的な対策が不十分であることなど，

様々な課題が指摘されており，これらの解決に当たっては，もはや難病

対策全般にわたる改革が必要な状況にある。 

 この課題解決のために設置された厚生科学審議会疾病対策部会難病対

策委員会の中で，難病について「希少・難治性疾患は遺伝子レベルの変

異が一因であるものが少なくなく，人類の多様性の中で一定の割合発生

することが必然である，希少・難治性疾患の患者・家族を我が国の社会

が包含し，支援していくことが，これからの成熟した我が国の社会にと

ってふさわしいこと」との基本認識から，改革の基本理念を「難病の治

療研究を進め，疾患の克服を目指すとともに，難病患者の社会参加を支

援し，難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現

を目指すこと」とし，そのためには， 

①治療研究の推進に資すること。 

②難病の特性に配慮すること。 

③難病患者に対する必要な支援が公平かつ公正に行われること。 

④持続可能で安定的な仕組みとすること。 

の４つを基本原則としている。 

また，これらを実践する改革の柱として 

①効果的な治療方法の開発と医療の質の向上 

②公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築 

③国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実 

を挙げている。 
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以上の国の基本となる理念・原則等を踏まえ，地方自治体である調布

市にできることを考えていく。 

 

１ 調布市特殊疾病患者福祉手当の在り方について 

前述したとおり，調布市の特殊疾病患者福祉手当は，難病罹患の見舞金

としてスタートしている。 

原因不明で治療方法も確立していないが，一定の割合で必ず発症してし

まう難治性の病気に罹患することにより，健常者と比べて精神的にも経済

的にも負担がかかることに対する見舞金であったものが，より持続的で安

定的な仕組みとするために，その位置付けを条例で規定する手当とした。 

このように，持続可能で安定的な仕組みであり続け，必要な支援が公平

かつ公正に行われるためには，医療の進歩や治療方法の開発により，効果

的な治療方法が確立するなど，希少・難治性が薄れた対象疾患について適

正であるか，また，経済状況の変化などにより，手当額についても適正で

あるか，定期的に評価し，見直す必要がある。 

一方，難病患者を総合的に支援していくという側面から，手当の支給が

難病患者に対する本当に必要な支援となっているのかも検討する必要があ

る。 

(1) 対象者（対象疾病） 

調布市における手当支給対象者については，制限規定を設けていな

いため，他市の状況と比較すると，支給対象者が２５市中１位という

状況にある。 

手当支給の公平性からして，軽度の難病患者であっても手当の対象

者とすべきなのか，判定機関のない調布市において，どの程度の難病

患者まで支給するのか，独自では判定することができないため，問題

となる。東京都など，判定機関により支給の可否を決定している医療

券の有無によるなどして，判断する必要がある。 

対象疾病については，今後，現在の５６疾病(国疾病)が３００疾病

以上に拡大する状況にあることから，対象者の絞り込みは必要である。

基本的にはマル都を軸にした対象疾病という仕切りが客観的な指標に
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なると考えられる。点頭てんかん及び橋本病については，マル都の対

象となっていないため，手当の対象から除かれる。 

また，生保受給者及び被爆者の方への手当対象は，医療費助成対象

疾病とし，現況確認のための診断書の形式を定め，定期的に現況確認

書類を提出してもらう必要がある。 

(2)  手当の額 

厳しい財政状況ではあるが，調布市の支給手当の額は多摩地区の平

均よりも低いので，本当に必要な人については，今よりも少しでも上

げられるように額を検討する。 

(3) 現況届 

  特殊疾病患者福祉手当については，現在，現況届の提出による症状

の確認を行っていないため，治療の効果についてのデータを収集する

意味からも定期的に現況届の提出を義務付ける必要がある。 

 (4) 所得制限 

  難病を患っていることによる経済的負担があることは考えられるが，

所得の多い方にとって，手当の給付という行政の支援が必ずしも必要

かつ効果的な支援となるのか。手当の一律支給が所得の少ない方と比

べても公平かつ公正な支援であるのかという疑問が残る。 

  他手当においても，所得制限を有するものが大半であるといった現

状からしても，今後において，特殊疾病患者福祉手当における一定の

所得制限は難病患者間の公平かつ公正な支援という観点から必要では

ないかと考える。 

  同様の理由から，同種の他手当における併給についても，今後制限

していく必要がある。 

 (5) 年齢制限 

   ６５歳以上を介護保険の対象者として見ていくという観点から， 

６５歳以上の特殊疾病手当の対象者から外すという市もあるが，年齢

を重ねることにより難病が軽快するものではないので，１人の難病患

者を生涯にわたって支援していくという側面からも，年齢制限は適さ

ない。 
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２ サービスの在り方について 

 

  いつか難病が完治するような医療技術が開発され，難病患者が治癒す

ることが一番望ましいが，たとえ治癒しなかったとしても，難病患者が，

地域で尊厳を持って生きられる共生社会を目指している。 

  難病の治療・研究については，国や医療機関における役割としての位

置付けであるが，日常生活に困難を有する難病患者が地域で安心して暮

らし続けるために必要なサービスのあり方，求められる支援について，

市として検討を行った。 

(1) 障害者総合支援法における障害福祉サービスの構築 

日常生活に支障をきたす難病患者が地域においてより充実した生活

を送るために，ホームヘルプサービス等の総合支援法のサービスや

様々な資源を活用できるよう必要なサービスを把握し，スピーディな

導入が可能となる難病患者に視点をおいたケアマネジメントの仕組み

を構築する必要がある。 

(2) 保健・福祉の連携強化 

難病患者が様々な資源を適切に活用し，円滑に地域生活を送れるよ

う，これまでの難病患者支援の経験が蓄積されている保健所や東京都

難病相談支援センターなどとの連携を図る。 

(3) 積極的な情報収集と提供 

難病という希少性から，調布市内だけでは情報量も限られてくる。

国際的な最新情報を収集し，必要な人に対して，必要な情報を，速や

かに提供できるように，国や都の動向・情報に注視する。 

(4) 相互支援体制の整備 

同じ難病患者が相互に情報交換できる機会を設定したり，服薬等に 

より日常生活に支障のない比較的軽度の方が，他の罹患者に対して相

談に乗ることができるなどの支援体制の整備を図る。 

(5) 窓口相談の充実 

難病に罹患したことによる精神的なショックや不安に対して，一番

身近な市役所の窓口で相談できるような体制が望ましい。そのために
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は，資格職の配置や職員の研修を含めて考える必要がある。 

(6) 支援制度の積極的な広報 

難病患者が，医者だけでなくどこに行ってどんな相談をすれば問題 

を解決できるのか，積極的にＰＲして，市民が足を運べるようにする。

また，情報交換の場を提供する。 
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Ⅴ 検討経緯 
調布市特殊疾病患者福祉手当等検討委員会開催日時及び検討課題 

回数 開 催 日 検 討 内 容 

 

１ 

 

平成24年 

11月15日

 

委嘱状交付及び制度等の説明 

・ 委員会設置目的  

・ 難病医療費助成制度 

・ 特殊疾病患者福祉手当 

・ 障害者総合支援法等 

 

２ 

 

平成24年 

12月27日

手当の在り方及び課題出し 

・ 前回配布資料の訂正 

・ 質問事項への回答 

・ 調布市の財政の推移と現状 

・ 特殊疾病患者福祉手当の検討視点と課題提起 

（対象疾病等，所得・併給制限，年齢制限） 

 

３ 

 

平成25年 

1月24日 

手当の在り方等及び課題協議 

・ 第２回検討委員会の振り返り及び協議（対象疾

病等・現況届，所得・併給制限，年齢制限，サー

ビス関係） 

 

４ 

 

平成25年 

2月21日 

手当の在り方等及び課題集約 

・ 障害者総合支援法施行に伴う「障害者の範囲への

難病等の追加」について 

・ 第３回検討委員会の振り返り及び協議（対象疾病

等・現況届，所得・併給制限，年齢制限，サービス

関係） 

 

５ 

 

 

平成25年 

3月28日 

まとめ 

・ 点頭てんかん関係報告 

・ 難病支援に関するシミュレーション 

・ 検討委員会報告書（素案）の検討 
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Ⅵ 委員名簿 
  

No 氏  名 所 属 等 

１ 荒 井  敏 医師（辻医院院長） 

２ 近 藤 紀 子 
東京都難病医療専門員 

都医学総合研究所・難病ケア看護研究室 

３ 古 坊 吉 美 市民 

４ 木 川 智 子 市民（民生委員・児童委員）難病罹患者 

５ 鈴 木 里 美 市民（民生委員・児童委員）難病罹患者 

６ 山 本 雅 章 福祉健康部長 

事務局：福祉健康部障害福祉課 

氏  名 職   名 

１ 田 中 けい子 障害福祉課長 

２ 松 岡 綾 子 障害福祉課長補佐 

３ 丸 山 義 治 給付管理係長 

４ 宍 戸 千 恵 給付管理係主任 

５ 神 林 嘉一郎 給付管理係員 
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Ⅶ 資料 
１ 検討委員会設置要綱【資料１】 

２ 調布市特殊疾病患者福祉手当条例・同施行規則【資料２】 

３ 難病患者に対する福祉手当等に関する調査票【資料３】 

４ 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について

【資料４】 

５ 調布市特殊疾病患者福祉手当等検討委員会用語集【資料５】 

６ 特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表（５６疾患）【資料６】 

７ 臨床調査研究分野の対象疾患一覧表（１３０疾患)【資料７】 


